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国⽴⾳楽院
宮城キャンパス

⾳楽の街・加美町で学ぶヴァイオリン製作と修理



⼈の声に近いと⾔われ、歌うように旋律を奏でるヴァイオリン。
その⾳⾊は、⼈々を魅了します。

⾳楽を奏でるのは演奏家ですが、その裏に楽器を製作する職⼈、また演奏家をサポートする
楽器調整・修理技術者がいます。

ヴァイオリン製作科は、ヴァイオリンを⽣み出し、さらに素晴らしい⾳楽を奏でられるよう
に演奏家を⽀える職業＝≪ヴァイオリン職⼈≫を育成する学科です。

【20年以上の歴史を誇るヴァイオリン製作科】

HISTORY

◆《国⽴⾳楽院》は国内に数少ない「ヴァイオリン職⼈育成学科」を有する⾳楽校。
学科開講20年以上の歴史を誇り、数多くのヴァイオリン職⼈を楽器業界へ送り出しています。

◆ 専攻実習を履修しながら、⾳楽（演奏・理論）も学ぶことが出来る≪オープンシラバス制≫。
⾳楽・楽器に触れたことのない⽅でも基礎から学ぶことが可能です。

◆ 2017年には＜⾳楽のまちづくり＞を進める宮城県加美町の誘致のもと宮城キャンパスを開校。
常駐技術者がいる⼯房を併設し、常時作業アドバイスを受けれる独⾃システム、楽器修理コースの設置、
町内ホールを活⽤したプロプレーヤーの⽅とのコラボ授業や企画など、新たな取り組みを進めています。

【好きな「⾳楽」を仕事に】

国⽴⾳楽院は、「⾳楽に携わる仕事をしたい」という思いを実現させるための学びの場。

⾳楽を仕事にする事は困難なイメージがありますが、近年⾳楽教室などで弦楽器を演奏される⽅が増えて
いる事に伴い,当校に寄せられる弦楽器技術者の採⽤情報も増加傾向にあります。

⾳楽に携わる仕事をしたいという⽅、好きな⾳楽を仕事にするために思い切って⼀歩踏み出してみませんか？



製作・修理・修復・⾳調整、近年ではそれぞれの分野の専⾨化が進んでいます。

各分野への適性の⾒極めも進路を決定するにあたり重要。

＜3年間＞で出来るだけ多岐にわたる作業を経験してもらうシステム。
⼯房に常駐技術者がいるため、作業アドバイスを受ける多くの時間を取れます。

❏【修理・修復】 破損した楽器を再び⾳楽を奏でられる状態に戻す。歴史ある楽器を次世代
に残していくという役⽬。⽂化財修復にも通ずる仕事です。

❏【⾳調整】 楽器を適切な状態に調整し、演奏家に寄り添う仕事
演奏家がより良い⾳楽表現を出来るようにサポートします。
優れた技術を習得すれば、第⼀線で活躍する演奏家と
仕事ができます。

伝統的な少⼈数制指導で《⼊学〜就学〜就職》に⾄るまで⼀貫してサポートします。20年以上の歴史
を持つ国⽴⾳楽院ヴァイオリン製作科の楽器店とのネットワークを最⼤限活⽤します。

《ヴァイオリン職⼈》の仕事の魅⼒

楽器製作から、修理・修復、また演奏家のサポートに⾄るまで、多岐にわたる仕事

❑【楽器製作】 300年以上前の楽器が現役で使⽤される楽器、ヴァイオリン。
⾃分が製作した楽器が、時を超えて⾳楽を奏でられ続けます。

About Luthier

Support System



❏ 3年間で、ヴァイオリン製作〜チェロ製作、修理技術、⾳調整技術、⼸の基礎修理技術など総合的な学びを⽬指します。
宮城キャンパスでは特に「⾳の調整」の授業に⼒を⼊れています。
⼯房に常駐技術者（講師）がおり授業時間外でも常に作業に関するアドバイスをもらえるのも特徴です。

❏ ⼀流の演奏家の⽅を招いて楽器製作〜⾳調整の実習を⾏います。
＜演奏家のサポート＞というヴァイオリン職⼈の重要な仕事を在学中から経験出来ます。

【1年次】：
・ヴァイオリン製作 ・刃物研ぎ技法 ・道具冶具作り ・⽊⼯の基礎 ・修理基礎実習 ・セ
ットアップ基礎
・修理調整理論（専⾨書講読など） ・ニス理論 ・演奏実技 ・アンサンブル実技
（※1年⽬でヴァイオリンのニス塗装前までの完成を⽬標とします。）

【2年次】：
＜製作コース＞：
・ヴァイオリン＋ヴィオラ製作（発展） ・セットアップ実習（駒・魂柱・ペグ・指板etc）
・ニス調合および
実践（アルコール・オイル） ・チェロ製作 ・演奏実技 ・アンサンブル実技 （・展⽰会出
展）

＜修理コース＞：
・ヴァイオリン＋ヴィオラ製作（1年次続き） ・セットアップ実習（駒・魂柱・ペグ・指板etc
） ・⼸（⽑替え） ・ニス調合、実践（アルコールニス中⼼・リタッチ） ・楽器修理実
習（剥がれ、⽋け修理、ペグブッシング） ・修理調整理論（専⾨書講読など） ・弦や⼩物
の知識 ・演奏実技 ・アンサンブル実技

【3年次】：
＜製作コース＞：
・チェロ製作 （※希望や進度によってはヴァイオリンやヴィオラ製作に取り組む） ・ニス実
習（アルコールニス・オイルニス） ・チェロ＋コントラバスセットアップ実習 ・⼸（⽑替え
） ・卒業製作 ・展⽰会出展
・演奏実技 ・アンサンブル実技

＜修理コース＞：
・セットアップ実習（チェロ＋コントラバス） ・楽器修理実習（ネック上げ修理、ハーフエ
ッジ、魂柱パッチ、表板割れ修理・ニスリタッチetc） ・⼸（ラッピング交換・チップ交換etc
） ・修理調整受付の仕⽅と注意点 ・弦・⼩物の知識 ・卒業製作
・演奏実技 ・アンサンブル実技

ヴァイオリン製作・リペア実習

国⽴⾳楽院宮城キャンパス・ヴァイオリン製作科
（製作・修理コース)の学習内容 Curriculum

【※履修内容は各生徒の進度や取り組み状況にもよります】
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ペア実習（＋講義）

ヴァイオリン製作科履修例（1年⽣）

国⽴⾳楽院では、専攻学科に関する専⾨科⽬だけではなく、⾃分の興味や関⼼のある他の分野の科⽬
も⾃由に選択できます。はじめに選んだ科⽬が⾃分に合っていないと思えば変更する事も可能です。
国⽴⾳楽院で⾃分を発⾒し育ててください。

オープンシラバス

実習は基本的に個別指導形式。⽣徒それぞれの特性に合わせた指導を⾏っています。宮城キャンパスではオリジナルテ
キストを配布し週に１〜２回の＜座学＞の授業も⾏い製作修理理論の習得を深めます。

授業の様⼦



宮城キャンパスでは演奏家の⽅に楽器⾳響の調整技術や、製作における⾳響設計の授業に参加頂き、楽器の
要となる《⾳》をテーマとした授業に取り組んでいます。

全国的に活躍されるプロの演奏家に求められる⾳に対する理解、さらに演奏家―技術者の相互理解を深めて
いく事を⽬標としています。

❏⾳響調整に関する授業
弦楽器はわずか数ミリ単位のパーツ加⼯でガラッと⾳質が変わる楽器。それぞれの楽器に最適な調整を施すのは⾮常に
難しい仕事です。

演奏家の⽅は常にベストな楽器の状態で演奏に臨みたいもの。調整が上⼿くいっているかどうかで、出来る⾳楽表現の
幅が⼤きく変わります。
ヴァイオリン職⼈は、演奏家の⽅の楽器の⾳をベストな状態に持っていく事が重要な仕事の⼀つ。

演奏家の⽅との協同で、それぞれの楽器の駒・魂柱・その他各部パーツのベストなセッティングを探ります。

❏学科併設弦楽器⼯房の製作楽器によるコンサート
第⼀線で活躍される演奏家の協⼒を元にプロが求める楽器をヴァイオリン製作科併設弦楽器⼯房で設計・製作し製作楽器
によるコンサートを実施。その他、在校⽣・卒業⽣の製作楽器も展⽰・コンサートで演奏されます。

具体的な授業・企画例

プロプレーヤーとの協同授業
⾳楽の街加美町・バッハホールでの取り組み

❏⽇本⼈製作家の製作楽器による展⽰会・コンサート（加美町との協同企画）
ヴァイオリン製作科では加美町の後援を受け2021年度＜⽇本⼈製作家＞をテーマとしたイベントを主催しました。今後
も同様のテーマで企画を進めていく予定です。
⽬標はプレーヤーへの⽇本⼈製作家の楽器の認知と評価の向上。この取り組みを通して、校内の弦楽器⼯房の製作楽器
の販路拡⼤も⽬指し、卒業⽣雇⽤のための仕事創出を⽬指しています。
⽇本⼈製作家も多く来校し、在学中から様々な⼈脈を築く機会を持つことも可能です。

Workshop with 
Professional player



《外部専⾨家による特別ワークショップ》

ヴァイオリン製作科では外部からも優れた技術者や演奏家の⽅をお招きして、より専⾨的なワークショップに取り
組んでいます。⽣徒も勿論これらのワークショップに参加できます。

在校⽣インタビュー
在校⽣の⽥澤歩奈さんにインタビューを⾏いました。
⼊学⽣には⼥性も多く、近年⼥性のヴァイオリン職⼈の活躍が⽬覚ましくなっています。

Interview

Workshop by 
Specialist

⼩学⽣の頃にオーケストラに⼊団し、ヴァイオリン
を⼿作業で作る＜ヴァイオリン製作家＞がいると伺う
機会があり興味を持ちました。楽器を演奏する楽しさ
を教えてくれた恩師へいつかヴァイオリンを製作した
いと思ったことがきっかけで⼊学しました。ヴァイオ
リン職⼈は後世に⾃分の作ったヴァイオリンを残すこ
とが出来る、世界中の⼈々とつながる事が出来る魅⼒
的な職業だと感じています。
３年後、私⾃⾝は海外留学をしてさらに技術向上を⽬
指したいと思っています。国⽴⾳楽院宮城キャンパス
での３年間でヴァイオリン製作技術と修理技術また留
学先での語学習得もしていきたいと考えています。

今は⾃分が好きなヴァイオリンの製作や修理を1⽇中
出来る環境にあるので毎⽇楽しいです。⾼校では吹奏
楽部でフルートをやっていたため、ヴァイオリンのレ
ッスンの他、⽊管アンサンブルや室内楽なども履修し
ています。

⽥澤 歩奈さん Ayuna Tazawa
北海道出⾝

≪イタリア国⽴ヴァイオリン製作学校でも特別講師を務
める松下敏幸さんによるワークショップ≫



・イズタヴァイオリン ・イルヴィオリーノMagico ・ヴィルトゥオーゾ ・SIE ・クロサワヴァイオリン ・国際楽器社 ・コントラバ
スの⼭本 ・弦楽器コト ・弦楽器UEKI ・サクラ ・島村楽器 ・下倉ヴァイオリン ・⽩川総業 ・シレーナ ・シャコンヌ ・スト
リオーニ ・JEUJIA ・鈴⽊弦楽器 ・タツノヤ商会 ・⽂京楽器 ・マツオ商会 ・松尾弦楽器 ・丸⼀⼩・ ・宮地楽器 ・ミュージ
ックプラザ ・ヤマハミュージック ・リジカーレ 独⽴開業（リペア・楽器レンタル） 留学（イタリア国⽴ヴァイオリン製作学校 ドイ
ツ国⽴ミッテンヴァルト製作学校 ・ミラノ市⽴弦楽器製作学校） ・加美町地域おこし協⼒隊（宮城キャンパス弦楽器⼯房勤務）

弦楽器専門店 総合楽器店 楽器卸売業者

ヴァイオリン製作科 卒業

❏ 【弦楽器専⾨店】

弦楽器を主に取り扱い新作楽器やオールド楽器などを販売します。店によって扱う楽器のタイプは異
なります。お客様の楽器の修理調整や仕⼊れた楽器を店頭に出すための修理修復も⾏います。

❏ 【総合楽器店】

弦楽器を含め、さまざまな楽器を取り扱う楽器店。（例：島村楽器・⼭野楽器・ヤマハな
ど）。⾳楽教室を併設しているところが多いです。お客様の楽器の修理調整の他、接客、⾳
楽教室の⽣徒との交流、販売促進など業務の幅は広めです。

❏ 【楽器卸売業者】

海外などから楽器を仕⼊れ、楽器店へ卸す企業。新作楽器〜オールド楽器まで多岐にわた
ります。仕⼊れてきた楽器を楽器店に卸せる状態に調整・修理するのは職⼈の仕事

❏ 【個⼈⼯房】

⼩規模の⼯房でお客様の楽器の修理・調整から販売、仕⼊れ、仕⼊れた楽器の修理まで⾏
います。また⼯房製の楽器の製作・販売なども⾏います。

【進路実績（※東京校含む）】

卒業後の進路

個人工房

☑国⽴⾳楽院ヴァイオリン製作科は20年以上の歴史を誇り、多くの技術者を業界へ送り出してい
ます。

☑少⼈数制を活かし定期的に個別⾯談を⾏い、卒業後の進路と現在の学習状況、学⽣各々の性格
などを擦り合わせ、全員が最終的に各々の適性に合った進路につけることを⽬指します。

After Graduation



卒業後、海外留学の選択肢も

学校を卒業後、海外留学の選択肢もあります。
（※勿論現在は国内のみで勉強しても良い技術者に育つ事が可能です。)

語学・⽣活の問題から、国内で技術を学習してから⾏った⽅が、確実に技術習得にスムーズに⼊れます。

（海外の学校例）

・イタリア 国⽴クレモナ弦楽器製作学校
ミラノ市⽴ 弦楽器製作学校
パルマ 弦楽器製作学校

・イギリス ニューアークヴァイオリン製作学校
・ドイツ ミッテンヴァルト弦楽器製作学校
・アメリカ シカゴヴァイオリン製作学校

ソルトレイクシティヴァイオリン製作学校

(宮城キャンパスではイタリア留学を⽬指す場合、講師による諸⼿続きのサポートをいたします)

宮城キャンパスでは弦楽器⼯房を併設しています。修理調整の様⼦のほか、⼯房製楽器も講師を中⼼に成
績優秀⽣徒も製作に関われます。
在学中から仕事の感覚を⾝につけれます。

《弦楽器⼯房》併設

Study Abroad

⽣徒との共同製作楽器（2021）

Work Studio



所在地 ︓ 加美郡加美町字⼤⾨200-1
交 通 ︓ JR陸⽻東線「⻄古川」

最寄りバス停徒歩2分
スクールバス︓徒歩1分
建物構造︓ ⽊造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建
徒歩2分︓ ヨークベニマル 中新⽥店
徒歩6分︓ 薬王堂 宮城加美店
床⾯積︓ 22.77 ㎡
賃料︓ ￥420,000 / 年 （⽉￥35,000）

⽣活⾯でも町からの補助を受けられるのが特徴

☑無料のスクールバス・地域バスが加美町・および
新幹線古川駅〜古川街中へ毎⽇授業に合わせて２〜
３回往復運航しており、交通費の負担はありません
。
学⽣アパートより徒歩2分のバス停より発着します。

学⽣寮について

■安⼼のサポート体制
就学のための⽣活費負担を軽減します

◆町外から転⼊した学⽣に対して、【6万円/年】の
家賃補助が加美町へ申請できます。

❐ 《 ドルチェ 》

School Life 
Support



オーケストラや⾳楽イベントへの参加
◆ 加美町にはホール運営の【バッハホール管弦楽団】があり、⽣徒も例年数名参加しています。プロオーケストラのプレーヤーを指導
や⾸席奏者に呼んだり、常にホールでの練習が出来るアマチュアとして特に充実したオーケストラです。

◆ 学校主催の年2〜３回のコンサートでアンサンブル授業の成果発表として演奏します。その他⾳楽イベントでも演奏発表の機会が
多くあります。

◆ 仙台⽅⾯のオーケストラに所属する⽣徒もいます。多くのアマチュア演奏団体に加え、近隣に仙台フィルハーモニーや⼭形交響楽団な
どプロオーケストラがあり、仙台クラシックフェスティバルをはじめ⾳楽イベントも⾮常に充実しています。

国⽴⾳楽院の特徴は演奏もしっかりと学べる≪オープンシラバス制≫。宮城キャンパスも演奏・⾳楽理論の授業が充実しています。独⾃
の取り組みとしてプロオーケストラの奏者をお呼びしたレッスン・アンサンブル授業を展開しています。
プロプレーヤーの⽅と共同の楽器⾳響調整に関する実習も実施しています。

充実した演奏レッスン・アンサンブル授業

Twitter

https://twitter.com/KMAMIYAGIviolin

Instagram

https://www.instagram.com/kmaviolinmakingrepair/

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCwHwU7sdp5aA6D8wHrQb4HA

≪ヴァイオリン製作科・チャンネルのご紹介≫

Join the Orchestra

Take a Lesson



K u n i t a c h i  M u s i c A c a d e m y

■ リトミック本科 ■音楽療法学科
■ ピアノ調律科 ■ヴァイオリン製作科（製作コース・修理コース）

■ ギタークラフト・リペア科 ■管楽器リペア科

■ アーティスト科

■高等部 ■専門部

宮城の⾳楽学校

国⽴⾳楽院 宮城キャンパス

URL

Facebook

kma-miyagi.com

０２２９（２５）５４６１０２２９（２５）５４６２

miyagicampus@kma.co.jp

https://www.facebook.com/
kmamiyagiviolin


